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当社はあらゆるお客様のニーズに応え、お客

様の必要とする品物を豊富なNC機、汎用機、

CAD/CAM、そして三次元測定機を駆使し最

善の方法で、可能な限りお客様の要望に合う

品物を製作する「技能集団」です。

創業以来１０２年、「高精度、高品質、納期

厳守」をモットーにお客様からの信頼を得てま

いりました

経営理念

代表取締役社長
河上 均

茨城県・江戸崎工場

「最新の技術により

高精度・高品質な
部品を短納期でお届けする」



材料の切断からNC機、汎用機による機械加工、そして三次元測定機による検査、必
要に応じて組み立て、組み立て後の検査まで一貫した生産体制でお客様のニーズに応
えてまいります。またメッキ・塗装についても当社の協力会社により強力にサポート
されております。

NC機、汎用機保有台数
ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ： ５台
NC旋盤： ７台
汎用旋盤/ﾌﾗｲｽ盤： １２台
ﾀｰﾚｯﾄ： ３台

組み立て検査

CAD/CAM
(Feature-Mill 3D)

材料切断機

三次元測定機



機種 メーカー 型式 能力 台数

NC旋盤 日立精機 ＴＧ２５ φ 400×1000L 1

日立精機 ＮＲ１５ Ⅱ φ150×600L 1

日立精機 ＮＲ２０ φ200×500L 1

ヤマザキ ＱＴ１０N φ 200×800L 2

ヤマザキ ＱuickTurnSMART200L φ 200×600L 1

ヤマザキ ＱuickTurnSMART300M φ 250×760L 1

汎用旋盤 ワシノ １９Ｊ ６尺 4

ワシノ ＬＥＯ ９尺 1

昌運 ＨＶ５００ １０尺 1

タキザワ ６尺 1

フライス 遠州 横型 ♯２ 1

トミオカ 横型 ♯１ 1

鈴木 横型 ♯1/2 1

遠州 立型 ♯２ 2

マキノ 立型(ｽﾛｯﾀｰ付) ♯２ 1

日立精機 立型 ♯２ 1

ＭＣ 日立精機 ＶＫ４５Ⅱ #50 760×500×500 1

日立精機 ＶＳ５０ #40 ｲﾝﾃﾞｯｸｽ有 1000×450×450 1

日立精機 ＶＭ４０Ⅱ #40 付加１軸付 400×400×400 1

ヤマザキ５軸 ＶＡＲＩＡＸＩＳ Ｊ５００ 350×500×560 1

ヤマザキマザック ＡＪＶ２５／４０５ #50 1000×500×400 1

複合旋盤 ヤマザキマザック ＩＮＴＥＧＲＥＸ Ｊ２００ Φ200×500L 1

ターレット 日立精機 ３Ａ ５ＨＰ 2

日立精機 ４Ａ 7.5ＨＰ 4

桐生 ♯４ ５ＨＰ 2

今井 ３尺 ２ＨＰ 1

ボール盤 吉田 ラジアル １５００ 1

吉田 卓上 Φ１３、 Φ１９ 7

吉良,北川 タッピング Ｍ２０,Ｍ１６ 3

自動鋸盤 アマダ Φ２５０ 2

キーシーター 宝 １６巾 2

ブローチ タイガー ３トン 1

ドリル研磨 藤田 Φ５－Φ４０ 1

半自動アーク溶接機回転台付き 1

自動洗浄器 田邊空気機械製作所 CB-OH 1

CAD/CAM DELCAM FeatureMill-3D 1

CNC三次元測定機 ミツトヨ Crysta-Apex C574 505×705×405 1

その他 ホイスト（１．5ﾄﾝ）

トラック(3.5㌧､1㌧)

フォークリフト(2㌧、0.7㌧)

主な機械設備



旋盤・ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ・各種汎用機を駆使し、お客様の要求する品物を最善の方法で
短期間に製作いたします。また、必要に応じて組み立て・検査業務も行っております。

自動車整備部品や計測機器関係部品などの小型部品

自動車整備部品を中心とする大・中型部品 ﾊﾞﾙﾌﾞ部品加工と
組み立て事例

製作品事例



商号 株式会社 港和機器製作所

所在地 【本社】千葉県松戸市松戸新田５５２－８
ＴＥＬ（０４７)３６３－４１８１
ＦＡＸ (０４７)３６４－２２３０

【工場】 茨城県稲敷市江戸崎甲１１６５－１
ＴＥＬ（０２９)８９２－２００４
ＦＡＸ (０２９)８９２－２２３６

資本金 １０００万円

代表者 河上 均

従業者 １５名

取引銀行 京葉銀行 (松戸新田支店)

常陽銀行(江戸崎支店)

三井住友銀行(松戸支店)

茨城工場 【敷地】４７００㎡

【工場棟】鉄骨スレート造 ３棟、 １０５６㎡

【事務所棟】１２７㎡

沿 革

大正２年５月１日 初代河上留吉東京市芝区新堀町に万挽物業河上製作所を創立。

大正１２年 二代目河上春吉、家業に従事。

昭和１４年～２０年 海軍工作学校教官を務め終戦を迎える。

昭和２２年 復員後東京都港区芝新堀町１７番地に工場を再建。

昭和２５年 有限会社港和機器製作所と改組する。

昭和３７年 工場拡張のため、同町２５、２６番地に工場新設。

昭和３８年 １１月２６日「株式会社港和機器製作所」に組織変更。

昭和４４年 三代目 河上典夫代表取締役に就任。

昭和４７年 工場拡張のため、茨城県稲敷郡江戸崎町に工場新設

平成元年 本社を東京都港区より千葉県松戸市に移転。

平成２０年 四代目 河上均代表取締役に就任。

平成２１年 千葉県より経営革新計画の承認を受ける。

自社製カトラリーレスト製造販売開始

主な製作品目

自動車整備工具及び試験機

オートリフト用空油圧バルブ加工及び組み立て

土木･建設機器部品

計測機器部品

精密治具部品

会社概要



所在地

本 社
〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田５５２－８

Tel.047-363-4181 Fax.047-364-2230

工 場

〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲１１６５－１
Tel.029-892-2004 Fax.029-892-2236



（社）日本デザイン保護協会登録済み

お洒落なレストランに行っても、料理はおいしく、器やカトラリーは綺麗でもなかなか
高級感のある箸置きやカトラリーレストに出合えません。質感、高級感のあるものが
欲しいと思い雑貨屋さんなどで探しますが、これというものがなかなか見つかりません。

そこで、長年にわたり積み重ねてきた加工技術で、自社製ステンレス製箸置き・カ
トラリーレストを製作いたしました。ステンレスだとメッキ品や軽量な陶器品とは違い、
シンプルなデザインでも機械加工・研磨ならではの削り目と光沢により見た目にも質
感があり、十分な存在感があります。

価格は材料費による変動等もありますが、ステンレス製としては比較的お求め安い
ものから用意しております。ご希望によってはイニシャルなどの彫刻も可能です。店
舗やご自宅用、お祝いなどのプレゼントにいかがでしょうか。

ステンレス製カトラリーレスト・箸置き

茨城工場
〒300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲1165-1
TEL.029-892-2004/FAX029-892-2236

本社
〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田５５２-8
TEL(047)363-4181/FAX(047)364-2230

株式会社港和機器製作所 http://www.kouwakiki.com/


